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今後の活動カレンダー   

10   月 １１  月 

10/3(土)  定例会 玉川上水歩き 第２回 (水部会）          11/5(木)   「環境入門講座」スタート 

10/20(火)   「運営委員会」(太子堂区民センター第２) 11/17(火)   「運営委員会」(太子堂区民センター第 3) 

10/31(土） 11 月定例会 (まち部会)  11/29(日) エコアップ探検隊 秋編 

  

 １０月の定例会 ご案内 ( 水部会 担当 )  

 開催日   10 月 3 日(土)  

 集合    拝島駅改札（ＪＲ）10 時  

 解散    玉川上水駅（西武線、多摩モノレール）14 時半頃 

 テーマ  【 玉玉川川上上水水歩歩きき  第第 22 回回  拝拝島島～～小小平平監監視視所所 】 

   玉川上水歩きは、7月 3日の定例会で、第一区間の羽村取水堰から拝島駅の区間を歩きました。

今回の第二区間はその続きで小平監視所まで歩きます。羽村にて多摩川から取水された水道用

原水の流れは小平監視所迄で終了し、原水は東村山貯水池に導水管で送られます。小平監視所

からの流れは清流復活の再生水となります。今回の区間は、緑道が整備され平坦で、緑の木立

の中を散歩気分で歩いて頂きます。途中いくつかの分水口、砂川分水、残堀川との交差、通船

河岸跡等も見ながら、金毘羅山（富士塚）にも寄ります。 

４３ｋｍの全行程を僅か９２ｍの標高差 

（１００ｍで２１ｃｍ）で水が流れています。 

この驚きの水利技術の高さを目で確認して下さい。   

問合せ先：水部会 岡村 

okam07@d01.itscom.net  080-4185-6101 

 

 

 

❤ 主 な 内 容  

・活動カレンダー     

・部会・ＰＴ等の活動予定と記録 

8 月の公開部会「日本橋 隅田川クルージング」  

 

写真は 8/4 下見の際撮影 
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 １１月の定例会 予告・・ ( まち研究部会 担当 )  

 開催日時   １０月３１日(土） １０時～１１時 ＊雨天決行 

  集合：   東京農大正門  ９時５０分 (時間厳守) 

                 駐輪場有り。（農大一高の隣の駐輪場）     

                 集合に遅れた人は、直接エコテクゾーンへ(常盤松会館前：隣は温室)  

 テーマ  【 東東京京農農業業大大学学総総合合研研究究所所エエココテテククゾゾーーンン  見見学学会会 】 

    まち部会では、安全で住みよいまちとサスティナブルな社会づくりをテーマに活動しています。 

そこで、今回は農業を軸に自然エネルギーを利用した循環型社会モデル構築のための交流・ 

研究 の場である東京農大のエコテクゾーンを見学します。講師の説明を聞きながら、『生ごみ 

の肥料化システム』や『バイオマスエネルギーシステム』などを学習します。 

その日は収穫祭の催事も行われており、定例会後には見学（近くにある「食と農」の博物館 

など)、買い物、食事などを自由に楽しむことができます。  

是非参加されて有意義な一日を楽しまれてはいかがでしょうか。 

        

      解散後は各自自由見学 東京農業大学「収穫祭」 (１号館１Ｆ～５Ｆの展示）  

     「食と農」の博物館など 

        ★お願い：環境関連（ISO部屋など）のサークルの展示を見学してくれると学生が喜ぶとの

ことなので、都合のつく方は見学をお願いします。 

           問い合わせ・参加申込：まち部会 河合邦子 84hideandseek.k@gmail.com 

                                          渡辺美砂 TEL・FAX 03-3704-8465 

 

  

 エコアップ探検隊 秋編 予告     (エコアップ PT）  

 開催日時   11 月 29 日(日) １３時〜１６時 

場所    「総合運動場体育館内」軽体操室 兼 打合室 

 

 テーマ  【 飛ぶ種の観察、木の実の工作、クリスマスリースも作ります 】 

どんぐり笛・どんぐりコマなど木の実の工作や、多摩川の河川敷で採取したクズのつるで 

クリスマスリースを作ります。これらを通じて、子供たちが自然と親しみ、ふれあう機会 

をつくります。  

PT のメンバー以外でもスタッフ参加者を広く募集します。  

  

下見日程  ⇒ 11 月 22 日（日） 13：00 総合運動場体育館前集合  

※なお、別途にクリスマスリース用ツルを多摩川の河川敷で採集します。  

日程は決まり次第お知らせしますので、こちらにもぜひご参加ください。 
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 外部イベントへの参画  

「もったいないフェスタ」 

 日 時   10 月 17 日（土） 11:00 ～ 15:30   

 場 所   鎌田児童館 ( 鎌田区民センター内 2F )  世田谷区鎌田 3-35-1   

         ＜主旨＞ 鎌田児童館が主催する子供達と「環境やリサイクル」考えるイベントで、「環境

学習会」など数団体が協賛参加しています。  

＜内容＞ 世田谷環境学習会としては、今年で 4 回目の出展となります。 

「食と農部会」がフードマイレージや食品ロスについて子供たちにやさしく説明 

するコーナーと、「緑部会」が木の実の工作や押し花など子供達に楽しんでもらう 

コーナーを担当します。 

 

「登録団体 PR イベント～市民活動体験喫茶パオ～」 

 日 時   10 月 17 日（土）～18 日（日） 11:00 ～ 18:00   

 場 所   三軒茶屋 キャロットタワー３階 市民活動支援コーナー 

＜主旨＞市民活動支援コーナーに登録している団体が、新しい仲間との出会いの場として、 

活動を PR したり、活動の成果を発表する場として企画されたイベントです。キ

ャロッ  ＜内容＞展示コーナーでは「環境学習会」の活動紹介をはじめ、11 月から始まる「環境入 

門講座」のチラシも配布し、受講者を募ります。 

※ 上記二つの「イベント」への応援参加メンバーを募っています。丸理事長までご連絡ください。 

 

「海の森・植樹ボランティア」への参加者募集！ （緑公開部会） 

 日 時   10 月 25 日（日）10 時～ 

 場 所   りんかい線「東京テレポート」駅前 10 時集合 

普段見ることのできない東京湾の中の埋立地海の公園から都心のビル群を眺めながらの植

樹です。植樹のための所要時間は 1時間程度。ごみの山を緑の山にすることへのお手伝い。

学習会としての参加は今回で 3 回目です。学習会で応募した枠にまだ余裕があります。 

参加希望の方があれば、担当の高橋裕二さんの代理井田博之までご連絡ください。 

ぜひ、皆様の参加をお待ちします。 

  申込・問合せ先：緑部会 井田博之 hiro-ida@a04.itscom.net 080-3400-0876

を発表する場として企画いたしました 

 前月号以降の 「活動報告」 研究部会・プロジェクトの記録   

①①  88 月月のの公公開開部部会会  「「日日本本橋橋  隅隅田田川川ククルルーージジンンググ」」  

８月２９日午後２時出発。花のお江戸の日本橋の袂から出発進行。まず日本橋川（江戸城の外 

堀の川）。まず、頭上の無粋な高速道路と橋桁に圧倒され、しばらくすると江戸城の石垣が延々 

と続く。橋の下は天井が低いが船頭は速度を緩めず軽やかに通り抜ける。危ない！思わず乗客 

はのけぞる。頭上が開けたと思うとここから神田川。神田山を開削し仙台掘とも呼ばれ、仙台 

藩の苦労が偲ばれる。屋形船が見えると柳橋でそれを抜けるといよいよ隅田川。大河である。 

うねりもあり海に出た感じがする。勝鬨橋を過ぎてＵターンし、亀島川を経由し再び日本橋川 

に戻った。江戸時代を偲び、風に吹かれ、９０分の快適なクルージングだった。参加者は 

１０名（水部会９名）。終了後、懇親会会場にて日本橋川で採取した水のＣＯＤ測定実施。 
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結果は６～７と皆の予想（９前後）より低かった。 （岡村）  

  

②②  99 月月定定例例会会  「「ここれれかかららののすすままいいととままちちづづくくりりをを考考ええるる」」見見学学会会  

9 月 5 日、パナソニックセンター東京「リスーピア」で、「これからのすまいとまちづくりを

考える」をテーマに、2 つのガイドツアーを体験してきました。１つ目は、「2020 年～2030

年のよりよいくらし」“A Better Life, A Better World”です。一言で説明すると「ホーム エ

ネルギー マネジメント システム」の未来版でしょうか。コンピューターと会話しながら、私

たちの健康管理までしてくれます。 

２つ目は、「ライフ ソリューションズ ガイドツアー」です。現時点での省エネ技術を駆使し

た家電製品を使ったエコで快適、安心のスマートライフを体験しました。 

         参加者は 11 名（地球環境部会 6 名）） （中澤） 

 

③ 研研究究部部会会・・ププロロジジェェククトトのの記記録録              

部会・ PT 活   動   内   容  （8／19 ～ 9／15） 

まち部会 8/29 部会 ①環境入門講座打合せ（清掃・リサイクル部による講義内容への要望、

スタッフ用スケジュールの確認など )②まち部会担当定例会（10/31）「東京農大総合

研究所エコテクゾーン」見学の案内文・役割分担確認 ③｢世田谷くらしフェスタ

2015」への参加連絡 ④組織簡素化進捗状況の報告 ⑤「震災対策用井戸」について

話し合い  

9/2 ｢世田谷くらしフェスタ 2015」説明会出席 

次回の部会：10/31 定例会終了後、東京農大内か付近 

緑部会 9/11 日 フェノロジー調査（次回は 9/22 日） ・9/14 日 部会…講座準備打合せ、 

フェノロジー調査データの検討、「もったいないフェスタ」準備、その他打合せ 

水部会 8/16 部会 10-12 時、於：砧図書館 地下会議室 ①多摩川教室の結果報告（学習

会ブース来訪者：８２名（予想の半減）②10/3 定例会（玉川上水歩き２回目 拝島～

小平監視所）実施要領 ③日本橋 隅田川クルージング ④環境入門講座パンフレッ

ト文言  次回部会：９月２０日（日）１０時 砧図書館Ｂ１会議室 

地球環境部会 次回の部会予定：9/16（水）18 時３0 分～、於砧図書館地下会議室 ①環境講座につ

いて企画検討。②IPCC 第 5 次評価報告書の第 3 作業部会報告『気候変動 2014－気

候変動の緩和』について読み合わせ 

学校支援 二学期に入り、９月１１日までに２校、２件、延べ７名の参加で支援活動。 

今後１２月末までに、９校、３０件の支援活動が予定されている。 
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